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リスクアドバイザリー 

新 Webinar シリーズ 「東南アジアにおける ESG 経営」のご案内 

 

第 1 回 ESG 時代のグループ・ガバナンス～グループガバナンス改革の必要性～ (約 30 分) 

配信期間 2022 年 10 月 12 日(水)～10 月 19 日(水) 17:00 

 

 

 

平素よりお世話になっております。今回は、弊社日本事務所が開催します新 Webinar シリーズ 

 「東南アジアにおける ESG 経営」をご案内させていただきます。 

 

皆様もご認識の通り、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大や世界経済のパワー 

バランスの変化、国際情勢の目まぐるしい変化など企業を取り巻く経営環境は、不確実性が高まっ

ており、経営の舵取りはかつてないほど難しくなっている。つまり、経営のあらゆる側面において、リスク

が高まっていることを指しています。リスクの高まりは、資本コストの上昇を通じて資本生産性の低下を

招き、企業価値を毀損する。このような事業環境を踏まえ、ステークホルダーは ESG の観点からリスク

を見極め、企業の持続的な成長の可能性を把握しようとしています。ステークホルダーから信頼を獲得

する上でも、企業は自社を取り巻く収益機会やリスクについて把握し、持続的成長と中長期的な 

企業価値向上に向けてリスクテイクができるようにガバナンスを強化していく必要があります。 

本 Webinar シリーズでは、「ガバナンス」をテーマとし、東南アジア地域におけるリスク環境の現在地 

および ESG 経営を推進するためのポイントについて、東南アジア地域に駐在するデロイト トーマツ グ

ループのプロフェッショナルが解説します。 

――――― 

第 1 回 ESG 時代のグループ・ガバナンス～グループガバナンス改革の必要性～ (約 30 分) 

配信期間 2022 年 10 月 12 日(水)～10 月 19 日(水) 17:00 

 

東南アジア地域でもデジタル技術の浸透により、社会が急速に変化し、複雑性が増しています。 

個人の価値観が変化し、ステークホルダーの関心が持続的な企業価値の向上にシフトする中で、静

的な経営環境を前提とした日本企業のグループガバナンスは機能不全に陥る可能性があります。 

複雑かつ急速な経営環境の変化が、企業のガバナンス面に与える影響、そして求められるガバナンス

改革の方向性を考察した上で、本社・在東南アジア地域のグループ会社に求められる取り組みを解

説します。 

  

申し込み方法：右記をクリックし、お申し込みください → リンク 

実施方法：ウェビナー 

参加費：無料 

https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/31830


 

※第 2 回・3 回も、あわせて先行して申し込みいただけます。 

 

第 2 回 多様化するグループにおける本社・地域統括会社の在り方 

配信期間 2022 年 11 月 16 日(水)～11 月 24 日(木)17:00 

 

第 3 回 デジタルをどのようにガバナンスに活かすか？ 

配信期間 2022 年 12 月 14 日(水)～12 月 21 日(水)17:00 

――― 

 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

連絡先 

上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先またはシンガポールの Japanese 

Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

森本 正一 (Shoichi Morimoto) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2399 

shoimorimoto@deloitte.com 

 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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